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趾瘤－あなたの鶏を手術で治療する方法－グラフィック写
真
購読
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Bumblefoot surgery - with pics and "how to" Graphic but Informative Pics By Ruth
趾瘤手術－写真と「方法」がグラフィックであるが、有益な写真「へにあって」
－ラスによって
Unfortunately, I have had to do my share of bumblefoot surgeries. I'm often replying on others' threads that
seek help and advice so yesterday while performing yet another "procedure" I thought I would document and
post pics and step-by-step info:
残念なことに、私は趾瘤手術の分け前をしなければなりませんでした。私は援助とアドバイスを求める他の糸
の上でしばしば答えているので、昨日、さらにもう一つの「手順」を実行している間、私は写真と段階的な情
報を文書化して、掲示すると思いました：

Be a part of the
community.
コミュニティの一
部であってくださ

JOIN NOW

い。

It's free, join
today!
それは無料です、

すぐに出会って
ください

Top Contributors
最高の貢献者
support
支持

Here's what the foot looked like from the top - notice the swelling:
足がトップから見えたものは、ここにある－と、ふくれたものは気がつきます：

From the bottom:
底から：
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After cleaning the foot - notice the trademark, ever present, black scab:
足をきれいにした後に－商標（これまでに現在の、黒いスト破り）に注意します：
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To operate on the foot, lay the hen on its side with its head and body covered and they don't normally fuss
or move around:
足に作用するために、カバーされるその頭と体でその側に雌鶏を置いてください、そして、彼らは通常大騒ぎ
しないか、動き回りません：

I begin by preparing a sink full of very warm, almost hot, very salty water. Epsom salts or plain old kitchen
salt will work. I soak the foot for a few moments. I have a sink where I can keep her on her side and still
put her foot in the water. If you don't have that, then just pick her up and hold her with her foot in the
water. Soak for about five minutes while rubbing the pad.
私は、非常に暖かい、ほとんど熱い、非常に塩気のある水でいっぱいのシンクを準備することから始めます。
エプソム塩または昔からの台所塩は、働きます。私は、しばらくの間足を浸します。彼女の側で彼女を保つこ
とができて、まだ彼女の足を水に入れることができるシンクを、私は持っています。あなたがそれを持たない
ならば、ちょっと彼女を迎えに行って、水の中で彼女の足で彼女を抱いてください。パッドをこすっている
間、およそ5分の間浸ってください。
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Then, using a sharp single-edge razor blade (or scalpel), cut away the black scab and pull it out. While
cutting the scab off, cut down at a slight angle into the pad and go all the way around the outside edge of
the black scab. There may be a plug of gunk attached to it. Pull the scab and any attached gunk out. Once
the scab is removed, proceed with soaking again.
ついで、鋭い一つの端かみそりの刃（またはメス）を使って、黒いかさぶたを切り離して、それを引き抜いて
ください。かさぶたをカットしている間、パッドにわずかな角度で減らして、黒いかさぶたの外側エッジのま
わりをずっと行ってください。それに付けられるぬるぬるした汚物のプラグが、あるかもしれません。かさぶ
たとどんな取付けられたぬるぬるした汚物でも引き抜いてください。一旦かさぶたが取り出されるならば、も
う一度浸ることを続行してください。
Here's a pic while pulling back the scab - notice stuff attached to it:
かさぶたを引いている間、写真はここにあります－通知ものはそれに付随しました：

Here's the hole left behind - notice stuff down in the hole:
取り残される ― 不足で下って通知もの ― 穴は、ここにあります：

Soak some more.
もう少し浸ってください。
Pulling out a plug:
プラグを引き抜くこと：
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Keep soaking in the salt water and mashing/squeezing the foot while soaking.
浸っている間、足を塩水に浸って、つぶして/しぼり続けてください。
More "gunk" squeezes out of the hole. But please note, it is not liquid, it is a cheesy, rubbery substance
and most of it will need to be dug out. Tweezers and sharp manicure scissors work well.
より多くの「ぬるぬるした汚物」は、穴からしぼれます。しかし、注意してください。それは液体でありませ
ん、それはチーズのような、ゴム様物質です、そして、それのほとんどは掘り出される必要があります。ピン
セットと鋭いマニキュアはさみは、よく動きます。

I often work on a foot for close to an hour. Soaking for a few minutes, while squeezing, then digging around
some more, then repeat. Don't worry about any bleeding - they won't bleed to death. I have them near the
edge of the sink so I can keep their foot under running warm water so that I can see what I'm doing.
私は、約1時間足にしばしば取り組みます。２、３分の間浸って、しぼれていて、そしてもう少し探しまわっ
ている間、それから、繰り返してください。少しの出血についても心配しないでください－彼らは出血多量で
死にません。私が何をしているかについて見ることができるように流れる温水の中にしっかり立っていること
ができるように、私にはシンクの端の近くで彼らがいます。
When finished, you'll have a clean, deep hole. Pack the hole with Neosporin - you can also mix a little
Terramycin with the Neosporin.
終わるとき、あなたはきれいな、深い穴を持ちます。穴にNeosporinを詰め込んでください－あなたは少しの
テラマイシンとNeosporinを混ぜ合わせることもできます。
Then, cut thin strips of vetwrap and wrap the foot going over the pad and between the toes. Unfortunately,
company arrived and I didn't get to finish taking pics of the foot wrapped. But when I finish wrapping, I go
around the ankle/leg. Don't wrap too tightly.
それから、vetwrapの薄い帯を切って、パッドの上に、そして、つま先の間で行っている足を包んでくださ
い。残念なことに、会社は到着しました、そして、私は包まれる足の写真を撮り終わるようになりませんでし
た。しかし、ラッピングを終えるとき、私は足首/足を見て回ります。あまりきつく、巻きつかないでくださ
い。
I leave the wrap on for a few days, then take it off and check. Normally, they are healed but if not, I wrap
once more for another few days.
私は２、３日の間載ってラップをしておいて、それからそれをとって、チェックします。通常、彼らは癒やさ
れます、しかし、もしそうでなければ、私はもう数日の間もう一度くるまります。
I've never given antibiotics and I've never had a reoccurence in the same bird.
私は抗生物質をこれまで与えませんでした、そして、私は同じ鳥でreoccurenceをこれまで持ちませんでし
た。
Hope this helps.
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これが助けることを望んでください。
********************************************
********************************************
8/30/09 Edited to add: I cleaned her foot today and changed the bandage so I took the opportunity to take
pics of how I wrap the foot.
加える8/30/09 Edited：どのように足を包むかという写真を撮る機会を利用したように、私は今日彼女の足を
きれいにして、包帯を変えました。
First - I cut a piece of vetwrap into three or four thin strips. Then I wrap across the pad and between the
toes and wrap around the ankle with one piece and then do the same with another piece but go between
the other toes. This way, she can have full use of her foot for scratching and roosting but no dirt can get in
or under the bandage. Again, be careful and not wrap too tightly. I don't really stretch it at all, just wrap.
第1には－私は、vetwrapを3枚または4枚の薄い細片に切りました。それから、私は離着陸場の向こうで、そ
して、1つの部分による足首のあたりのつま先とラップの間でくるまって、そして、もう一つの部分で同じよ
うにするが、他のつま先の間で行きます。このように、彼女は掻いて、やすむために足の完全な使用をするこ
とができます、しかし、ほこりは包帯で、または、それの下に着くことができません。また、気をつけて、あ
まりきつく巻きつかないでください。私はまったくそれを本当に伸ばさないで、ちょうどくるまります。
Cut strips:
切られた細片：

From Bottom:
底から：

From Top:
トップから：
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You can read more and discuss chicken bumblefoot surgery.
あなたはより多くを読むことができて、チキン趾瘤手術を検討することができます。

Comments (32)
コメント (32)
Sandy2370 1/21/12 at 2:07am
Sandy2370 午前2時07分の1/21/12
excellent information!
優れた情報！
dmclalin 1/25/12 at 11:56am
dmclalin 午前11時56分の1/25/12
Wow! Very detailed information.
わあ！非常に詳細な情報。
chickenquail 1/28/12 at 3:12am
chickenquail 午前3時12分の1/28/12
omfg so u just do it at home?????? great information but i dont think i could bring myself to
doing it but now i think because i have knowledge i think i might be able to do it but i doubt it.
そうomfgで、uはちょうど自宅でそれをします??????大きな情報、しかし、i dontは私がそれをす
ることに私自身を持ってくることができたと思います、しかし、現在、私は私には知識があるの
で、私が私がそれをすることができるかもしれないと思うと思います、しかし、私はそれを疑いま
す。
Very informative
非常に有益な
Martine 2/25/12 at 11:50pm
マーティーヌ 午後11時50分の2/25/12
What is NEOSPORIN? Is it a cream? Thanks for the very informative post! Martine
NEOSPORINは、何ですか？それは、クリームですか？非常に有益なポストをありがとう！マー
ティーヌ
Chicken Lover 1 2/26/12 at 9:04am
チキン愛好家1 午前9時04分の2/26/12
Great info
大きな情報
Elissa 2/27/12 at 11:13pm
エリッサ 午後11時13分の2/27/12
neosporin is the brand name of an antibiotic cream or ointment available at any drug store.
neosporinは、抗生クリームの商標名またはどんなドラッグストアででも利用できる軟膏です。
pikeechickee 3/4/12 at 6:58pm
pikeechickee 午後6時58分の3/4/12
What causes this?
何が、これを引き起こしますか？
1shotcleaner 3/20/12 at 8:18pm
1shotcleaner 午後8時18分の3/20/12
wow i have seen this but not known what to do thankyou you will have saved one of my chickens
some day with this info
わあ、私はこれを見たが、あなたがこの情報でいつか私の鶏の1羽に取っておいた感謝に何をする
べきかについて、わかっていませんでした
far149 4/5/12 at 5:39pm
far149 午後5時39分の4/5/12
Very informative. Appreciate the post.
非常に有益な。郵便を評価してください。
little egg 4/17/12 at 4:52am
ほとんど卵でない 午前4時52分の4/17/12
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what about PAIN
PAINはどう
jtotherow 5/1/12 at 12:24pm
jtotherow 午後12時24分の5/1/12
My chicken has both feet with bumble. Will it hurt to do both at the same time. I still don't know
how she got it. 6 others are fine.
私の鶏は、へまで両足があります。同時に両方ともすることは痛みます。私は、彼女がどのように
それを得たかについて、まだわかりません。6つの他はすばらしいです。
moodlymoo 5/6/12 at 8:59pm
moodlymoo 午後8時59分の5/6/12
I think my chicken has this but in her back toe. How do I do surgery when it is at the tip of her
toe and under the nail? Please help, I am very worried
私は、鶏が彼女の後ろのつま先でこれを以外持つと思います。それが彼女のつま先の先端に、そし
て、釘の下にあるとき、どのように、私は手術をしますか？助けてください、私は非常に心配しま
す
SaltyClucker 5/10/12 at 1:45pm
SaltyClucker 午後1時45分の5/10/12
I'm sure they must feel some degree of pain, would it help if I used a numbing spray on their foot
first? Also, you said you sometimes mix a little terramycin with the neosporin. How easily can
terramycin be acquired? thank you.
私は彼らが数度の痛みを感じなければならないと確信します、私が最初に彼らの足で麻痺させてい
るスプレーを使うならば、それは助けるでしょうか？また、小さい地マイシンとneosporinを時々
混ぜ合わせると、あなたは言いました。どれくらい簡単に、地マイシンが得ることができます？あ
りがとう。
DeannaOR 5/11/12 at 10:03pm
DeannaOR 午後10時03分の5/11/12
You can get Terramycin at the feed store.
あなたは、供給店でテラマイシンを得ることができます。
questions543 5/18/12 at 1:10pm
questions543 午後1時10分の5/18/12
wow amazing post! my only question is what causes this?
驚くべきポストをうならせます！私の唯一の質問は、これを引き起こすことです？
RIRMOM 5/21/12 at 4:40pm
RIRMOM 午後4時40分の5/21/12
And I thought that my hen had hurt her leg or something....found this problem and plan on doing
this tomorrow. Thanks for the detailed information....well update when done and let all know how
it went. Oh yeah, would like to know what causes it as well....
そして、私は、雌鶏が彼女の足または何かを傷つけたと思いました....この問題を創立して、明日こ
うするつもりにしてください。詳細な情報をありがとう....よく、されるとき、更新してください、
そして、すべてにそれがどのように行ったかについてわからせてください。そうそう、何が同様に
それを引き起こすかわかっていたいと思ってください....
Happimtn 6/3/12 at 10:03pm
Happimtn 午後10時03分の6/3/12
I found this on Wikipedia - Bumblefoot is a common infection for domesticated poultry and
waterfowl such as chickens and ducks. Due to constant walking on hard, rough, or sharp
surfaces, birds can develop small wounds on the bottom of their feet. These wounds are very
susceptible to infection by Staphylococcus aureus, bacteria which can cause bumblefoot in
poultry and waterfowl. Treatment often requires opening the wound to drain the pus and antibiotic
treatment and local application of pyodine as local dressing.
私はこれをウィキペディアで発見しました－Bumblefootは飼いならされた家禽と水鳥（例え
ば鶏とカモ）のための普通の感染症です。固いか、でこぼこであるか、鋭い表面の上の恒常的な
ウォーキングのために、鳥は彼らの足の底で、小さな傷を現すことができます。黄色ブドウ球
菌（家禽と水鳥で趾瘤を引き起こすことがありえるバクテリア）による感染に、これらの傷は、非
常に影響されやすいです。処置は、その土地のドレッシングとしてpyodineの膿と抗生物質治療と
ローカル・アプリケーションを消耗させるために傷を開くことをしばしば必要とします。
krazykatz13 6/4/12 at 1:27pm
krazykatz13 午後1時27分の6/4/12
After removing the bumble and bandaging it, can she be put back in the chicken yard or does
she need to be seperated until it heals and about how long to heal?
へまを取り除いて、それに包帯をした後に、彼女がチキン・ヤードに戻っていてすることができま
す、あるいは、それが回復するまで、彼女がseperatedされることを必要があります、そして、ど
のように回復することをまわりに切望しますか？
lizablair 6/10/12 at 4:34am
lizablair 午前4時34分の6/10/12
my 40+ lb. pet turkey has this problem...how can I manage doing this procedure alone?
私の40+ポンドのペットの七面鳥には、この問題があります...どのように、私は単独でこの手順を
することを管理することができますか？
lizablair 6/11/12 at 4:21pm
lizablair 午後4時21分の6/11/12
I just took my turkey to a vet...for bumble foot. He said to make a thick paste with betadine and
sugar... apply to a thick pad of cotton and put under the foot where the black scab is then
wrapped in vet tape and he gave her smz tmp to take for 10 days and doxycycline for 22
days...She is too big to do the process as shown here on a chicken...
私は、ちょうど七面鳥をベテランへ連れて行きました...へま足のために。彼は、betadineと砂糖で
厚いペーストを作るために言いました... 綿の厚いパッドにあてはまって、足の下にそれから、黒い
かさぶたがベテラン・テープで包まれるところを置いてください、そして、彼は22日の間10日と
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ドキシサイクリンと考える彼女のsmz tmpを与えました...鶏の上でここで示されるように、彼女は
プロセスをするにはあまりに大きいです...
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中心の記事› 趾瘤を学んでいる裏庭鶏› －あなたの鶏を手術で治療する方法－グラフィック写真

Currently, there are 1277 Active Users (300 Members and 977 Guests)
現在では、1277人のアクティブ・ユーザー（300人のメンバーと977人の客）が、います

Recent Discussions
最近の議論
› Michigan Thread - all are welcome! 5 seconds ago
› ミシガンThread－すべては歓迎されます！ 5秒前
› Diary & Notes ~ Air Cell Detatched SHIPPED Eggs
7 seconds ago
› 日記とメモ~空気電池Detatchedは、卵を送りました
7秒前
› Come See Honey! We Have A Peacock in our Yard!
25 seconds ago
› 蜂蜜を見に来てください！我々には、ヤードでクジャク
がいます！ 25秒前
› Isbar thread 28 seconds ago
› 28秒前Isbar糸
› Silkie breeding, genetics & showing 37 seconds ago
› 37秒前Silkie育ち、遺伝学と展示
› Getting the flock out of here - a diary of a crazy chicken
man 52 seconds ago
› 群れをここから取り出すこと－52秒前狂ったチキン人の
日記
› Less then 2 hours! 52 seconds ago
› 2時間その時を除いた！ 52秒前
› Old Fashioned Broody Hen Hatch A Long and
Informational Thread 1 minute ago
› 長い古い形作られた思い悩んでいる雌鶏ハッチAと情報
の糸 1分前
› Fuzzy's Farm 1 minute ago
› 警官の農場 1分前
› Need advice. 1 minute ago
› アドバイスを必要としてください。 1分前

View:  New Posts  |  All Discussions
表示：新しいポスト  |  すべての議論

Recent Reviews
最近のチェック
› Little Giant Hanging Waterer by AmericaunaMama
› ほとんど巨大な絞首刑になる給水器でない
AmericaunaMamaによって
› Plastic 1 Quart Jar Waterer by AmericaunaMama
› プラスチック1クォートのジャー給水器
AmericaunaMamaによって

New Articles
新しい記事
› Processing Your Extra Cockerels and Old Hens...
by dldolan
› あなたの余分の雄鶏と年をとった雌鶏を処理すること...
dldolanによって
› Tractor Coops vs. Permanent Coops: the basics by Mykee
› トラクターかご対永久クーペ：Mykeeによる基本

› Rhode Island by caohorse
› ロードアイランド caohorseによって

› To Insulate or Not to Insulate... by mpruett
› 断熱する∥または断熱しない... mpruettによって

› Green Garden Chicken Ware Nesting Box by sarajoy
› 箱を重ねている緑の庭園のチキン・ウェア
sarajoyによって

› Stephen's Chicken Condo by jtaylor3578
› スティーブンのチキン・マンション jtaylor3578によって

› Colombian Rock by FrozenChicken
› コロンビアの岩 FrozenChickenによって
› Australorp by Fluffers
› オーストラロープ Fluffersによって
› Plastic Nestboxes: Fleming Outdoors by Angiebubs
› プラスチックNestboxes：Angiebubsによって屋外のフレ
ミング
› Electric Heater Base for Poultry Fount by Angiebubs
› 鳥肉泉の電気ヒーター・ベース Angiebubsによって
› 5 Gallon Double Wall Fount by Angiebubs
› 5ガロン二重の壁源泉 Angiebubsによって
› Storey's Guide to Raising Chickens: 3rd Edition
by Angiebubs
› 鶏を育てるための階のガイド：Angiebubsによる第3のエ
ディション

View: More Reviews
表示：より多くのチェック

› Hints for Incubation -> BEFORE You Set <by ChooksChick
› インキュベーションのためのヒント -> あなたが固まる前
に、← ChooksChickによって
› I NEED HELP ASAP!!!!!!!!!!!!!!!! by CRAZY--CHICKS
› 私は、至急ヘルプを必要とします!!!!!!!!!!!!!!!!
CRAZYによって－CHICKS
› BeakHouse Breeder Recipe by ChooksChick
by ChooksChick
› ChooksChickによるBeakHouseブリーダー・レシピ
ChooksChickによって
› ChooksChick's Incubation Cheat Sheet by ChooksChick
› ChooksChickのインキュベーション・カンニング・ペー
パー ChooksChickによって
› ChooksChick's Hints for Henthusiasts by ChooksChick
› HenthusiastsのためのChooksChickのヒント
ChooksChickによって
› Hatching Dark Eggs by ChooksChick
› かえっている暗い卵 ChooksChickによって

View: New Articles  |  All Articles
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